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居住地区 子どもの学年 きょうだい数 子どもとの関係 自由意見 備考

遠軽地域 1年生 1人 母親

子どもの習い事で児童館近くの施設に17時半位に行く場合、夏はいいが、10
～12月は16時でもう日が落ちているので、児童館から習い事へ行かせてほし
い。一度自宅に帰ると児童クラブの対象外になってしまうので。下校後、自宅
に帰宅して習い事の準備(着替え、飲み物の用意など)をしてから、日が落ちる
前に児童館へ(16時頃)。それから近くの施設に時間になったら移動をOKにし
てもらえたら有難い。学校へ習い事の荷物を全て持って行かせるのは大変な
ので…。

遠軽地域 3年生 3人 母親
子ども達が安全に楽しく遊べる施設が少ない。集まれる場所もあまりないと思
う。

遠軽地域 4年生 4人 母親
放課後児童クラブは本当に助かっている。医療費が高くて困っている。小学生
から３割負担だと体調を崩しやすい子どもは大変。湧別や紋別が羨ましい。転
勤がある職場では遠軽は医療費が高くて住めないなんて話もよく聞く。

遠軽地域 2年生 2人 母親 湧別町などでは医療費が全額助成されている。遠軽町でもそうしてほしい。

遠軽地域 1年生 1人 母親 児童館の老朽化やセキュリティの面が不安。

遠軽地域 2年生 2人 父親
病児保育などに預けてその日は仕事ができるが、病気感染してきて結局次の
日から預けられないので、なんとか感染しないようにできる環境がほしい。

遠軽地域 3年生 3人 母親

子どもの医療費助成を湧別のように高校生まで延長してほしい。予防接種もま
だ有料のものを無料(助成)にしてほしい。保育、幼稚園の無償化が始まった
ら、遠軽も実施してほしい。他市などで行っているファミリーサポートがあるとい
い。病気の子どもを預けられるサポートがあるといい。小児科が遠軽にもう１件
あるといい。もしくは夜間診療や土日など。いい点はスポーツ施設が充実して
いる。学校の授業で地域のお店や公的機関などの見学(社会学習など)が程よ
くある。

遠軽地域 3年生 3人 母親

子どもの医療費助成をして頂きたい。子ども全員分で年間〇万円以上になっ
たらそれ以上は負担などにしていただけると助かる。大した病気でなくてもアレ
ルギーがあり、３人が通院している。他にもそういう家庭は多いと思う。また、
遠軽の中学生は学力が低いそうなので底上げするにはどうしたらいいのか、
親も含めて考えていくべきかなと思っている。

遠軽地域 2年生 2人 母親

・医療費の助成を長めにお願いしたい(他の市町村の話を聞いて思う)。
・短時間(３時間以内)で働ける職場を用意してほしい。それなら働けるという方
が大勢いる。
・秋からの16時以降の道が暗いので街灯を増やすか見回りや見守りをしてほ
しい。
・スポーツ活動(町の少年団など)の大会などバスを出してほしい(車利用する練
習や練習試合を含む)。

遠軽地域 2年生 2人 母親

湧別、佐呂間や近隣の街は中学生まで医療費が無料なので、遠軽もならない
のかと思う。子どもに優しいまちであってほしい。あまり住んでいていいまちだ
と思わない。公園も他のまちより少なく、整備もいまいちされていない。湧別で
家を建てると助成も出るので引っ越しも考えている。小学校も少人数で１人１
人目を向けてくれると聞いたので、子育てしやすいまちに住みたい。

遠軽地域 2年生 2人 母親

今年の夏休みに初めて児童クラブを利用したが、人見知りの娘はなかなか馴
染めずにいた。パートのため昼過ぎに迎えに行ったときに、やっとできたお友
達とまだ遊びたいと言われて、先生に相談したところ、決まりなので一度家に
連れて帰ってと言われた。一度車で連れて帰って、また車で連れてくる意味が
さっぱり分からない。まちの決まりならば、小さなことだが子どもにとっては友だ
ちができる機会という大事なことなので確認、周知を徹底してほしい。その場で
入館表に記入すればいいだけの話だったのではないかと今でも思う。娘は冬
休みにはもう児童館に行きたくないと言って困っている。

遠軽地域 2年生 2人 母親 近くにのびのびと遊べる公園があるともっといいと思う。

遠軽地域 1年生 1人 父親 児童館の利用条件の幅を広げてほしい。
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遠軽地域 2年生 2人 母親

児童館や保育所は役場の休みに合わせて年末年始休業しているが、民間企
業や他の公官庁は12月29日～１月３日のところが多い。そうすると１月４日と５
日は家で留守番させる方法以外ないのでどうにかならないか。
家の近くの公園のすべり台が４月から使用禁止のテープが巻かれている。新
しくなるのかと思っていたが、１シーズン使用できないままだった。自治会長が
すべり台が危ないと言ってから２年以上経っている。立派なグラウンドやがん
ぼう岩の下の公園に大きい遊具を設置するのも結構だが、子ども達の身近に
ある公園や児童館の整備にも力を入れてほしい(東児童館は歩くとミシミシいう
ような部分があるような…)。

遠軽地域 2年生 2人 母親

子どもを児童クラブに預けているが、子どもの学校行事の買い出しで、平日の
仕事を休んで出かけるときに預かりをお願いしたことがあった。以前、用事が
あるとき(仕事以外で)でも大丈夫と言って頂いたが、子どもが一部の職員にお
母さんの遊びで来てはいけないと言われ、家でとても悲しんでいた。役場の方
には了解を得たにもかかわらず、役場の職員が親ではなく子どもにそういう言
い方をするのはどうなのか。他のまちなどでは就労の有無に関わらず、下校後
まっすぐ行ける学童のようなところもあると聞いている。仕事が休みでも子ども
がいると困る用事だってある。もっと柔軟に対応して頂きたい。職員の名前も
出したいところだが、児童クラブで子どもがまた嫌な目に遭うと困るので出さな
いが腹が立つ。

遠軽地域 1年生 1人 母親 小学生の医療費助成。

遠軽地域 1年生 1人 母親

・学校が臨時休校になったら、保育所も臨時休校になるのはおかしい。学校が
臨時休校になるのは通学路の安全が確保できないなどの理由が挙げられる
のに、保護者が送迎する保育所がそれに合わせて休みになるのはおかしい。
困っている保護者はたくさんいる。
・保育所に加湿器を設置するべき。肌が弱い子がかわいそう。
・保育所の午後のおやつをもっと手づくりにするべき。

遠軽地域 1年生 1人 母親

・遠軽はそもそも働く場所が少ないので、フルタイムなどの前の話だと思う。
・札幌では医療費が10歳まで無料だったはず。田舎の方が子育てに優しい環
境をつくらなければいけないのでは、と思う。遠軽は自衛隊があるからなんで
も高いと聞いたが、普通の会社に働く人にはとても辛い地域。家賃も札幌並
み。
・上の子が小学校に入ると下の子と一緒に預けられなくなるので、そういう場
所があればいいのにと思う。

白滝地域 1年生 1人 母親

体制を整えることが難しいのは分かるが、意見として提案する。保育施設の受
け入れとして、白滝のような地域では特別措置も検討いただきたい。私は子ど
もが３人いる。ひとり親である。３人目が生まれる頃ひとり親になった。とても大
きな都市で生活することができず、親を頼って移住した。保育所、もしくは小学
校にきょうだいを通わせている間は就労しなければ生活できないのに、３番目
の子が２歳(１歳児)になる頃まで地元で保育して頂ける環境が整っていなかっ
た。やむを得ず親に休職してもらい子を預けるか、地方に住んでいる叔父叔母
に預けて仕事をすることしかできなかった。白滝に住んでいるのに白滝以外の
保育所に預ける選択肢を持つほど経済的余裕のない者には非常に厳しい状
況だった。同じ状況の方がいるとは思わないが、私のような者でも社会が助け
てくれる環境が整うことを切に願う。

遠軽地域 3年生 3人 母親

紋別のような大きな公園があると嬉しい。また、子どもたちが遊べる、集まれる
ような施設があるといいと思う。学校に教員を増やせるといいと思う。１クラス
20人程度にできるように遠軽独自のものがあると有難い。子どもの教育にお
金をかけることは大切だと感じる。ひとりひとりに目を向けられる教員配置を望
む。また、医療費の公費負担などがあると子育てしやすいと思う。こういうアン
ケートは有難いが、ぜひ目に見える形でアンケートを取った意味を知らせてほ
しい(結果を公表するとかではなく、実際にできることをやってほしい)。この用
紙にもお金をかけるべきではないと思う。

遠軽地域 1年生 1人 母親
整備された公園がとても少ない。道路との区切りがない。夏場に水遊びができ
ないなど。急な用事や体調不良などで預かってほしいときなど、利用できる施
設がなくてとても不便。

遠軽地域 3年生 3人 母親

昨年遠軽に引っ越してきた。遠軽には公園がとても少なく感じる。公園があっ
ても遊具が少なく、えっここが公園？と感じ、子どもも全然遊んでいない。以前
の住まいでは学校区に何個も公園があり、子ども達がたくさん遊んでいた。公
園のはしごができるほどで、遊具も充実していて、子ども達も自然と公園に行
きたがっていた。

遠軽地域 3年生 3人 母親
遠軽町は遊ぶところが少ない(特に雨の日や冬)ので気軽に子ども達が遊べる
場所がほしい。

遠軽地域 3年生 3人 母親 名前未記入のアンケートだが、１ページ目の項目で特定できてしまうのが嫌。
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遠軽地域 1年生 1人 母親 医療費の負担を減らしてほしい。児童館での預かり方法を見直してほしい。

遠軽地域 3年生 3人 母親
支援をするのであれば、支援する側の勉強なり教育に力を入れてほしい。中
途半端では何も変わらないと思う。

遠軽地域 3年生 3人 母親

冬期間、子どもが遊べる場所がない。紋別の流氷公園なようなものはつくれな
いとは思うが、室内でも自由に集まって遊べる場所があればいいのにとずっと
思っている。みんな紋別、北見などに出かけていくことが多く、遠軽でお金を使
うということも少ない気がする。子ども達は集まるとゲームをするということが多
くなっている。児童館は日曜日休、やっていたとしても狭い、体育館は自由に
使用できない。スキー場があるのはいいが…。転勤されてきた方も行くところ
がないとよく言っている。地方からも遊びに来てくれる場所があるといい。

遠軽地域 2年生 2人 母親

２人目を妊娠した際に切迫早産の可能性があり、２歳の子を預けたかったが、
期間制限があり大変なときに預けられなかった(当時は)。就労の有無に関係
なく預けられるようにしてほしい。預けっぱなしになることも多く、懸念されてい
るようだが、日曜日や夜間保育はやっていないのだから育児放棄のリスクは
少ないと思う。

遠軽地域 3年生 3人 母親 小学生も医療費をまちで負担してほしい、高いので。

遠軽地域 3年生 3人 母親

・インフルエンザ助成を全額にしてほしい(18歳未満)。
・医療費助成年齢を上げてほしい。
・夏、冬休みに児童館が８時からだと子どもが鍵を閉めて１人で行かなくては
いけない(出勤時間が７時半のため)。鍵を閉められたか、無事に児童館に着
いたか、低学年のうちは心配。
・インフルエンザで登園できない日にちが長く、仕事を長期で休まなければなら
ないが休めないため、子どもを１人でおいて仕事に行っている。タミフルの副作
用で事故が(飛び降りなど)起きないか心配。インフルエンザでも預けられる病
児保育があるといい(熱が下がって登園可能になるまでの数日)。
・小３以下で３人目…と数えるのを18歳未満に上げてほしい(保育料が３人目
以降無料になるなどの補助)。

遠軽地域 3年生 3人 母親
子どもが遊べる施設(屋内、屋外)がほしい。医療費を中学生くらいまで無料に
してほしい。

遠軽地域 3年生 3人 母親

子どもを生んで働こうと思っても、病児保育が充実していないと結局母親が休
みを取ることになる。夫に休むよう協力を要請しても男の職場だから取りずら
いとのこと。男性も育休や子どもが病気での休みを取りやすくなるように、もっ
と国や自治体が職場に圧をかけてほしい。また、子どもは保育園に行くと半年
～１年は毎月熱や胃腸炎、入院などによくなるが、そういうときに見てくれる場
がない。病児保育、ベビーシッターなどが必要。

遠軽地域 1年生 1人 母親
・中高生が健康的に遊べる施設がほしい。
・小学生の遊べる屋内施設がほしい。

遠軽地域 1年生 1人 母親

子ども達が遊べる公園(遊具)や室内遊具があるところがないのでつくってほし
い。
子どもが病気になったとき、初診料を取られたり、予防接種(インフルエンザな
ど)のお金が少し助成されていてもかかったりと、３人育てていて子どもに優し
い環境とはなかなか思えない。

遠軽地域 1年生 1人 母親
仕事が休みのときでも気軽に預けられる保育所を希望する。中学生になるま
で医療費を負担なしか１割負担にしてほしい。持病があり、毎月通院が必要で
３割負担は厳しい。

遠軽地域 2年生 2人 母親 児童館の利用を祝日も可能にしてほしい。時間ももう少し長くしてもらいたい。

遠軽地域 2年生 2人 母親
子どもが安心して遊べるまちづくりをお願いしたい。雨の日、室内で遊べる施
設がなく、紋別や綱走にあるように室内で遊べる大きな無料施設があると働い
ている両親からすると助かる。

遠軽地域 2年生 2人 母親

・中学生までの医療費無償化を特にお願いしたい。
・児童館を緊急で利用したい場合、電話での申し込みも可能にしていただける
ととても有難い。
・自宅での就労(在宅ワークなど)をサポートしてくれる仕組みがあるととても有
難い。特に子どもが小さい、障がいや病気などがあり働きたくても外に働きに
行くのが難しいと感じている人に対して…。

遠軽地域 2年生 2人 母親 平日の振り替え休日に児童クラブを行なってほしい。

遠軽地域 2年生 2人 母親
子どもにお金がかからないようにしてもらいたい。病院代、ワクチン代、保育料
など。
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遠軽地域 2年生 2人 母親
隣の町では中学３年生まで医療費がかからないため、こちらでも同じようにし
て頂きたい。現在、夫婦共働きですが私がパートのため収入が少ない。医療
費の負担が大きいので、１日も早く何とかしていただけると嬉しい。

遠軽地域 2年生 2人 母親
子どもの医療費が高い。せめて小学生の間は１割負担にしてほしい。今はどこ
のまちでも子どもの医療費負担額が少なくなっているのに、遠軽に引っ越して
きて驚いた。

遠軽地域 2年生 2人 母親
遊べる公園やアスレチックのような場所がないので町外に出かけることがほと
んど。町内につくる計画などがあればいいと思う。

遠軽地域 2年生 2人 母親
遠軽町は高齢者福祉には力を入れているように感じるが、子育て支援、子育
て環境についてはかなり遅れていると思う。子育てしやすいまちにはほど遠
い。

遠軽地域 2年生 2人 母親
医療費の支払い無償を中学生や高学年までにしてほしい。湧別と比べるのは
悪いが、遠軽は子どもの病院費が高い。もう少し高学年まで医療費がかから
ないといいなと思う。

遠軽地域 3年生 3人 母親

・子どもが遊ぶ施設が少ない。
・屋内で遊ぶところもない。
・体育館の使用料無料。
・図書館で１人でDVDや音楽を見られたらいいと思う。
・アスレチックなど運動と遊びを兼ねた遊び場なら親子で楽しめる。

遠軽地域 3年生 3人 母親

・母子家庭だが収入が高いという理由で、ひとり親に関する行政からのサポー
トを受けたことがない(金銭的な支援も含めて)。収入がある母子家庭はひとり
親とみなされないんだと認識している。この点に関してはまちには間にも期待
していない。
・児童館の開館が８時からになったのは有難い。児童館の先生方には感謝し
ている。
・病後児保育に関しては、まちは何の取り組みをしているのか不明。子どもの
ために休みを取りたいけれど取れない状況がつらい。
・フルタイム勤務のため、子どもを習い事に通わせてあげられない。有料で構
わないので送迎のサービスがあるといい。

遠軽地域 3年生 3人 母親
子ども達が遊べる店だったりゲームセンターのような店もあるべきだと思う。動
物とふれあえるパークのようなものもあった方が遠軽も栄えるかなと思う。

遠軽地域 3年生 3人 母親
・医療費助成が少ない。
・近くに遊べる公園がない。

遠軽地域 1年生 1人 母親

小児科に受診できる環境がほしい。厚生病院の小児科は医師が増えても午後
からだと対応してもらえず、北見へ走ることもある。小児科があっても診てもら
えないのはおかしいのではないか。また、電話で17時過ぎだったから救外へと
言われるが、救外へ受診するのもどうかと…。町内で受診する小児科がない
のは不便で不安。遠軽にいてもかかる病院がないと考えると子どもの今後の
進学を考えても他の地域へと考えてしまう。

遠軽地域 3年生 3人 母親 小学生の医療費が高いと思う。

遠軽地域 2年生 2人 母親
遠軽は医療費が高すぎると思う。せめて、幼小中学生は無料、または安くして
ほしい。

遠軽地域 2年生 2人 母親
・小学生から医療費３割負担だったり、ワクチンの助成も湧別に比べるとない
ため、家庭の負担が大きい。
・まちに(家の近く)公園が少ない。

遠軽地域 2年生 2人 母親

おそらくまちではたくさんの取り組みをしていると思う。しかし、それを知らない
親はたくさんいると思う。子どもを持つ家庭全てに情報が行き渡るといいと思
う。仕事をしたくてもできない状況が続いている。日曜祝日の児童館利用が可
能になればもっと働きやすくなる。現在ひとりで日曜日に留守番させることが多
くて心配。

遠軽地域 2年生 2人 母親 小学校低学年までは医療費を無償化にしてほしい。

遠軽地域 3年生 3人 父親

住みにくいまちだと思う。子育てには向いていない。田舎なので仕方がないと
自分が子どもの頃から思っていた。調査など無意味だと思う。本当に改善する
気があるのなら、他の成功している自治体を参考に。子どもはすぐ大きくなる。
私たちもいずれ子育てから解放されて興味がなくなる。そんな大人が多いので
は？常に他人事、自治体も同じ。今文句を言っている人もすぐにいなくなると
いうような。長い目で見なければこのまちはいずれなくなる。一生住めるまちで
はない。
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居住地区 子どもの学年 きょうだい数 子どもとの関係 自由意見 備考

遠軽地域 3年生 3人 母親

遠軽町は子育てする中で子どもの医療費がとてもかかるまちだと思う。インフ
ルエンザなども他の市町では無料がある中、４人を育てているととてもお金が
かかる。医療費はどうして高いのかと思う。もう少し子育てしやすいまちになっ
てほしい。

遠軽地域 3年生 3人 母親 医療費の自己負担額を高校３年生まで自己負担なしにしてほしい。

遠軽地域 3年生 3人 母親
遠軽町は高齢者にはいいまちだが、子どもには不満。遊ぶところがない。医療
費が高く、病院にもなかなか連れて行けない。他のまちなどは無料のところが
多い。

遠軽地域 3年生 3人 母親

ここ数年で子どももスマホを持っている率が高くなっているが、それに伴って学
習の低下が気になる。きちんとルールを守っているのならいいと思うが、ほとん
どの子が勉強しないでYouTubeを見たりLINEをしたりゲームをして困っている
などトラブルがあったと耳にする。個人的には高校生くらいまで持たせなけれ
ばいいのにと思ってしまうが、それぞれの家庭の事情もあると思うので、直接
はなかなか言えない。早いところでは小学生から持たせている。スマホを持た
せる前に色々なリスクがあることを教えてあげる機会があったらいいのではな
いかなと思う(できるだけ早い時期に)。スマホにかけるお金があるのなら、塾に
通わせた方が将来のためになると思う。ほとんどの親が深く考えずに持たせて
いるような気がする。我が家では高校からと決めている。

遠軽地域 3年生 3人 母親 医療費を中学卒業まで無料に。

遠軽地域 3年生 3人 母親
子どもが室内外で遊べる施設が必要。子育てをする上で、親の負担を軽減さ
せるためには、このようなことも大切。金銭的な問題だけではない。

遠軽地域 3年生 3人 母親
乳児(６箇月)から預けられる保育所をもっと充実させてほしい。子どもがもう少
し遊べる施設が増えてほしい。保育料をもう少し安くしてほしい。小児科医を増
やす、もしくは小児科の病院が増えてほしい。

遠軽地域 5年生 5人 母親 医療費を中学生までは無料にしてほしい。

遠軽地域 2年生 2人 母親

とある小学校は管理職や教師が保護者に対して理解がない(子どもを通わせ
たくない)。今の通っている小学校ではなく、他の学校に転入(転校)させたかっ
たが教育委員会より学区でと言われ、特別に転校させてしまうと周りの子にと
言われたが、同じ学区の子どもは特別に他の学校に通っている現状がある。
これでは行政を全く信用できない。子育てが難しくなるのではと思う。

遠軽地域 1年生 1人 母親
気候に関係なく自由な時間に遊べる施設がほしい。イベントなどで集まりましょ
う、ではなくてふらっと行けるようなところの方が足を運びやすい。社交性が高
い親ばかりではないことを認識してほしい。

遠軽地域 2年生 2人 母親

子どもの医療費を中学卒業くらいまで無料にしてほしい。他の市町村では多く
が無料などになっている。小さいうちは病気になったり、ケガをしたりということ
が多いと思う。医療費が高いから市販薬などで済ませるという話も聞く。せめ
て小学生のうちは無料にしてくれると有難い。
雨の日でも子ども達が遊べるところをつくってほしい。紋別にあるような室内で
遊べるようなところ…。赤ちゃんから大人まで自由に出入りできるところがあれ
ばいいと思う。

遠軽地域 3年生 3人 母親
何かとお金がかかる。義務教育機関は色々な面で無償化にして頂けると助か
る。

遠軽地域 2年生 2人 母親
周りの町村では小学生も医療費がかからないので羨ましい。正直大人と同じ
だけ医療費がかかると家計に響いている(月に何度も通院すると)。

遠軽地域 2年生 2人 母親 子どもも遊び場が少なく、子どもが自由に遊べる場を充実させてほしい。

遠軽地域 2年生 2人 母親
転勤族だが、遠軽町は他の市町村と比べて公園が少ないように思う。小さな
公園でも集まれる場所があれば、子どもだけでなく保護者の交流の場にもなり
色々とメリットがあると思う。

遠軽地域 2年生 2人 母親 医療費の助成をせめて小学校卒業くらいまで伸ばしてほしいと思う。

遠軽地域 1年生 1人 母親
遠軽町は子育てで福祉への助成が少ない。遊ぶところ、室内施設を充実させ
てほしい。
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居住地区 子どもの学年 きょうだい数 子どもとの関係 自由意見 備考

遠軽地域 1年生 1人 母親

子ども２人が小学生で３番目の子が幼児。まだ１年生でひとりで留守番できな
い。だが、幼児の予防接種の時間がお昼からちょうど帰宅時間を過ぎてしま
う。児童クラブに申し込んでいないので、学校からまっすぐ児童館へ行くことが
できない。一度家にランドセルを置いてから児童館に行かなければならない。
なので、健診や子どもの予防接種のときは直接児童館へ行けるようにしてほし
い。生まれてすぐにチケットを渡してそれを児童館へ提出するとOKなど。

生田原地域 1年生 1人 父親

学童保育での過ごし方だが、施設の中で過ごすことが多く、あまり外で遊ばせ
てもらえない。施設でビデオを見せると家での過ごし方と変わらない。雨の日
以外は外で遊ぶように促してほしい。田舎より都会の方が子どもを外で遊ばせ
ている。

生田原地域 1年生 1人 母親 プログラミングの授業も始まるので、図書館にWi-Fiとパソコンがあると嬉しい。

生田原地域 2年生 2人 父親

郊外からの登校、当所についてだが、今当っている燃料費では全然間に合っ
ていない。なので、金額の上限をあげてもらうか、ワゴン車などによる乗り合わ
せ登校、当所を希望する。また、父母への勤務地が遠軽町内なので実現した
場合、もう少し時間を有効に使える。

遠軽地域 6年生 6人 母親

・学童保育の時間を長くしてほしい。保育所などは18時半まで見てもらえてい
たのに、小学校に入ると預け先が17時半までになるとフルタイムで働くことがと
てもつらくなる。時間に追われて、職場の人に毎日謝りながら仕事を抜けて迎
えに行くのは大変なこと。
・教育へは先生方の発達障がいを持つ子どもとの関わり方を学ぶ機会が必要
だと感じる。集団(学校)の中でもひとりひとりに合わせた工夫ができること、声
掛けでひとりひとりの意欲が上がることなど、たくさんの先生に知ってもらいた
い。
・不登校の子どもへの支援の充実。関係機関での連携が図りやすくなるといい
と思う。

生田原地域 3年生 3人 母親

子どもに習い事をさせたくても、生田原からだとなかなかなくて寂しいと思う。
男の子なので学校の後など体を使うスポーツをさせてあげたいが、ほとんど遠
軽に行かないといけない。下の子がいたりすると送り迎えが大変でなかなかさ
せてあげられない。生田原は子どもの人数が少なくて難しいかもしれないが、
スポーツなどをできる環境があれば嬉しい。

生田原地域 2年生 2人 母親 子どものいいところ、個性を伸ばせる教育に協力してくれるといいと思う。

生田原地域 1年生 1人 母親

生田原小学校の壁がはがれて、いたるところがセロテープで補修されているの
で張り替えてもらいたい。廊下や床なども１度ワックスをかけてきれいにしても
らいたい。もし予算をたててもらえたら、ただ業者にしてもらわずに、有吉ゼミな
どのひろみさんにお願いして少ない人数でも気持ち良く子ども達が過ごせる環
境をつくってもらえたらいいと思う。テレビでもし放送されたら、遠軽町、生田原
の宣伝になると思う。

要確認

生田原地域 2年生 2人 母親
このアンケートだが、生年月日を記入すると、少ないエリアのところは記名しな
くても分かりそうな気がして本音を書けない人もいるのではないかと思った。

遠軽地域 3年生 3人 母親

とにかく子どもにはお金がかかるので、高校に行ったときの授業料など毎月か
かる負担をなくしてほしい。中学高校での修学旅行のお金など、半分はまちか
ら出してほしい。おこづかいだけでも厳しい。修学旅行への準備だけでもとても
お金がかかることを理解してほしい。

遠軽地域 2年生 2人 母親

厚生病院の小児科の外来時間が午後も増えたことはとても助かる。小学生も
まだまだ小児科を利用することが多い。ぜひ医療費の自己負担額を減らすよ
うにしてほしい。中学校では制服を着る機会が少ないと聞いた。せっかく購入
するのだから、ジャージ登校ではなく、制服登校にしてほしい。

遠軽地域 1年生 1人 母親

児童館にエアコンがないことが心配。夏休みの暑い時期は学校は休みなので
いいが、児童館に行かなくてはいけない子どもはガラス張りの室内でどのよう
に過ごしているのかとても心配している。休み中はお弁当も持たせるので、衛
生的にも心配。年々気温が上がっている傾向もあるので早い対応を願う。

遠軽地域 3年生 3人 母親
児童館にエアコンがないので夏休みの暑い期間がとても心配。ガラス張りの室
内で熱中症、食中毒など気がかり。早めの対応をお願いしたい。

遠軽地域 3年生 3人 母親

・屋内で子どもが遊べる施設がないように感じる。
・学校環境で、どうなんだろうと思うことが多くある。学校給食で全部食べないと
デザートを食べられない(せめて１口でもあげたら…)、子ども同士揉めたとき、
両方の意見を聞かずに片方の意見を重視する。叱りすぎ(叱るというよりは自
分の感情で怒っている気がする。
・働く意欲があっても、環境や時間、預け先がない場合は仕事ができない。預
けたとしても料金が高額で何のために働いているのか分からなくなることがあ
る。
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遠軽地域 2年生 2人 母親

・義務教育、せめて小学生の間は医療費がかからないと助かる。
・幼児の遊び場が増えると嬉しい(無料)。ちゃちゃワールドのような場所、遊具
が多い公園など。
・幼稚園の未就園児教室の曜日が重ならないようにしてもらえると、どの園に
も参加でき、特色が分かる。

遠軽地域 1年生 1人 母親

８時から18時の間くらいでフルタイムで働いていると役場への提出書類など昼
休みを利用して持っていくこともある。頑張って仕事を早く終わらせられる方、
決まった時間まできちんと働かなければいけない方、それぞれいると思うの
で、18時半から19時まで役場が空いていれば有難いなと思うときがある。

遠軽地域 1年生 1人 母親

子どもを狙った犯罪が１番心配。自宅か学校までの通学路には学校跡地があ
り、人気のない場所がたくさんある。これまでに不審者もたくさんでていて、地
域の方の見守り協力を、朝だけでなく下校時もお願いできないものかと思って
いる(低学年だけでも)。遠小から西児童館までの道のりもかなりある。児童館
を建て直すことがあるなら、校舎内につくっていただきたい。

遠軽地域 1年生 1人 母親
現在ある子ども手当はむしろ高校、大学などを目指している子どもたちに支援
する方がいいのでは。１番経済的にも厳しくなる時期に少しでも支援をしてあ
げる方がいい。

遠軽地域 5年生 5人 母親

とにかく子ども達が遊びに行く場所がない。コスモスの年１回の行事より、ずっ
とここに住んでいる子ども達が自由に遊べる場所をつくってほしい。昔はアスレ
チックなど自転車があったのに、今は何一つなくてかわいそうすぎる。遠軽以
外に連れて行ってあげないといけない。そのため遠軽に休日は人がいなくな
る。中高生も行く場所がなく、みんな出て行ってしまうような気がする。

遠軽地域 1年生 1人 母親 病院がもっとあるといいと思う(小児科)。子どもが遊べる屋内施設がほしい。

遠軽地域 1年生 1人 母親

不審者情報が度々あり、学校の近くにすぐ駆けつけられる交番がなく、通学路
が長い我が家では、これから薄暗くなる帰宅時が心配。
児童館の他に冬に屋内で遊べるところがない。大きなホールでのびのび遊べ
る施設を求めて、雪道運転で北見や紋別、旭川まで行くことになっている。

遠軽地域 2年生 2人 母親
隣町は医療費無償に対して、遠軽は医療費負担が多い。町として子どもを守
り、育てるつもりはないのだと愕然とした。

遠軽地域 2年生 2人 母親

個人的には遠軽はまちの環境がよく、ご近所の方々もあたたかく子ども達を見
守ってくれて、育児という面では穏やかでいいと思っている。子ども達も毎日楽
しく過ごせているようで安心している。しかし、今後子ども達が成長してそれぞ
れの進路などを視野に入れなければならなくなったときの情報は少ないかなあ
と思う。

遠軽地域 2年生 2人 母親
小学校周辺全体の街灯をもう少し明るくしてほしい、冬は暗くてとても危険を感
じる。

遠軽地域 2年生 2人 母親

近年、働く両親が多い世の中なので、当然預かり先である児童館も昔の規模
だと狭いように感じる。老朽化も気になる。建て替えの予算が厳しければ、学
校の空き教室などにならないのか。札幌の方ではそういう取り組みの学校もあ
る。少子化の流れではあるが、放課後児童クラブのニーズは高くなっていくと
思う。早急にお願いしたい。あとは、こんなことは言いたくないが、児童館の先
生の対応についてだが、子どもに最近太ったねと言った先生がいるらしく、もう
行きたくないと言われた。友だち同士のトラブルの際も話を聞いてもらえなかっ
たというのも一度や二度ではない。もう少し子どもに対する態度を見直してほし
い。家で全部話している。誠意を持って接して下さる先生がいても、１人でもそ
ういうことをされると本当に残念。

遠軽地域 2年生 2人 母親
色々なスポーツをさせたいので、陸上クラブ(少年団)がほしい。スキー少年団
も全然級が取れるほどうまくはならず…。あとは、18歳まで医療費がかからな
いようにしてほしい。

遠軽地域 1年生 1人 母親

遠軽町は医療費が３歳から１割、小学生からは大人と同じ３割負担となり、体
調が悪くてもよっぽどじゃない限り、病院に連れて行きにくい状況にあると思
う。病気にまだかかりやすい未就園児は無料、小学生は１割にするなどしてい
ただけると、子育て中にかかるお金の負担が軽減されると思う。

遠軽地域 1年生 1人 父親
保育料を安くしてほしい。勤務時間を少なくしてほしい(子どもと接する時間を
増やしたい)。通学路の見直しをしてほしい。安全確保。
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遠軽地域 1年生 1人 母親
保育、教育には関係ないかもしれないが、病院の小児科をもっと利用しやすく
(時間、先生)にしてほしい。

遠軽地域 1年生 1人 母親

・重複していて書く気にならない。どんなまちに人が集まるのかよく見てほし
い。このまちに人が来る利用がひとつもない。
・預け先が限られているので仕事の選択肢もない。
・子どもがいて働くことが難しいまち。日曜も病児保育もなくて、休みももらいに
くいなんてどうしろという話。
・形ばかりのアンケートなんて何の意味もない。

遠軽地域 3年生 3人 母親

子どもだけでの留守番が不安なため児童館を利用している。ただ、先生方の
子どもや親への対応には不快なことも多々ある。預けて働いているため、我慢
することも多くてストレス。保育所では先生方がしっかり見てくれているという安
心感はあるが、子どもには児童館には行きたくないと言われてしまうし、今後ど
うしたらいいのか迷っている。ただほど怖いものはないというのが本音。

遠軽地域 1年生 1人 母親

子どもの教育面について。高校が町内に１校しかなく、選択の術がないため、
結局は高校卒業後に進学するために、町外に出ることになる。専門的な高校
の設立など、専門的な技術を身に付けられるような学習ができる環境があれ
ばいいと思う。子どもが小さい頃から、将来を見据えた学習ができるような道
筋もつけられると思う。
保険料に関しても、小学校に入った時点で、大人と同じ負担になり、病院に行
くことがさらに増える期間であろうと思うのに(病気やケガ)、負担が大きくなり、
所得が低くなっているのに、さらに負担だけが多くなってきているので、子育て
がとてもきつくなってきていると思う。子どもに十分なことをしてあげられない。

遠軽地域 1年生 1人 母親

遠軽厚生病院の産科が復活したことや、小児科が午後から診療している時間
が増えたことはとても助かっている。しかし、せめて中学生くらいまで医療費を
もっと安くしてもらえたら病院に連れて行きやすくなると思う。子どもが多けれ
ば１人が病気になると、２人目、３人目も移ってしまうことが多いのだが、１度に
何千円も払うことを考えると病院に行くこともどうしようか考えてしまう。

遠軽地域 1年生 1人 母親

児童館の利用はしていないが、利用したいと思っていても18時半までにお迎え
に行けず利用できない。子どもの習い事の送迎など、困ることも多く、相談する
ことなどもできず、悩んだこともある。実家も遠くて頼れる人もいない。また、乳
幼児受給者証も幼稚園までなのは短い。他の地域に行くと、乳幼児受給者証
を出してくださいと言われることが多いが、もう少し使える年齢を上げてほし
い。

丸瀬布地域 3年生 3人 母親
教育とは少し違うかもしれないが、少年団活動などにおいて、総合体育館など
体育館の老朽化が気になる。冬はとても寒く、雨漏り、駐車場も狭くてとても使
いづらい。

丸瀬布地域 3年生 3人 母親
放課後児童クラブを利用している。平日学校が休みの日など仕事があるとき
に利用させてもらっているので助かっている。今後も続けて利用させてもらいた
いと思っている。

丸瀬布地域 1年生 1人 母親 医療費を充実させてほしい。

丸瀬布地域 1年生 1人 母親
子どもの医療費３割は高い。むしろ３割負担の地域の方が少なくなってきてい
る中で、少人数で負担ありはきつい。

丸瀬布地域 3年生 3人 母親
子どもが外で遊べる場所が非常に少ない。また、あっても遊具が古いためなか
なか外で遊ぶことができない。

丸瀬布地域 2年生 2人 母親
子どもの医療費を減額してほしい。他の市町村では、無料などになっている。
部活や少年団の大会(全道、全国)の助成も他市町村では全額助成されていた
り、回数制限などない。

丸瀬布地域 2年生 2人 母親

親の就労状況に関わらず、子どもがその地域で育つことができるようにしてほ
しい。遠軽地域は児童館があるため、児童クラブの加入の有無に関わらず、
子ども達は児童館内で放課後遊ぶことができると思う。しかし、丸瀬布地域で
は、親が就労していない子どもは児童クラブでの子と遊ぶことは許されていな
い。ただでさえ少ない子どもが分断されてしまう。未就学児についてはもっと深
刻で、親が就労していない子どもは丸瀬布地域の子ども集団の中で保育を受
けることができない。遠軽は認定こども園や幼稚園があり、白滝へは僻地対応
で就労に関係なく、その地域で育てることができるのに、丸瀬布地域ではそれ
ができずに非常に苦しい思いをした。子どもをその地域の子ども集団のなかで
育てられるよう、地域の実情に応じた対応をお願いしたい。

遠軽地域 1年生 1人 母親
小児科が増えてほしい。仕事が終わってから子どもに何かあったとき、小児科
が午後休診だと不便。わざわざ北見まで走ったこともあった(きちんと見てもら
いたいから)。
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遠軽地域 3年生 3人 母親
３人以上の子どもがいる家族に支援をお願いしたい。保育料など３人目なのに
１人目扱いなのは悲しい。
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